
第14回中学生はこれを読め！　１００選リスト 2019年7月14日～8月31日
書　　　名 著　者 出　版　社 税込定価 　　　　　　ひ　と　こ　と

1 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 ¥827 父親となったハリーが２人目の子どもをホグワーツ魔法学校へ

2 オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー 早川書房 ¥929 著者の代表作、名探偵ポアロが大活躍

3 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・Ｇ・イトゥルべ 集英社 ¥2,376 強制収容所に作られた秘密の図書館で少女は命がけで本を隠し持つ

4 １３歳からの家事のきほん アントラム　柏木利美 海竜社 ¥1,296 子どものための本当に必要な生活の知恵

5 アンネの日記 アンネ・フランク 文春文庫 ¥940 戦争の本当の恐ろしさ

6 浜村渚の計算ノート 青柳碧人 講談社 ¥648 天才数学者のテロ活動に対抗するため警視庁が探したのは一人の中学生だった！

7 吹部！ 赤澤竜也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥648 まるで教師らしくない言動で部をかき回すが、なぜだか腕を上げ始める生徒たち

8 １４歳からのお金の話 池上　彰 マガジンハウス ¥1,296 世の中の不思議をお金から考える役立つ知識が満載です

9 世界がもし100人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス ¥905 世界を100人にちぢめると全くちがうあなたがみえてくる

10 １４歳の君へ 池田晶子 毎日新聞社 ¥1,234 本当に大切なこと

11 ４ＴＥＥＮ 石田衣良 新潮文庫 ¥594 １４歳の中学生４人組が１年間に出会った８つの物語

12 ABC！曙第二中学校放送部 市川朔久子 講談社 ¥1,620 みさとが所属するのはたった２名の零細クラブ、放送部

13 倚りかからず 茨城のり子 筑摩文庫 ¥626 できあいのものにはよりかからない

14 エースの系譜 岩崎夏海 講談社 ¥1,512 敗北と再生の青春野球小説

15 十五少年漂流記 ヴェルヌ 新潮文庫 ¥432 見知らぬ岸辺に漂着した少年たちの冒険の日々

16 非・バランス 魚住直子 講談社文庫 ¥484 友だちはつくらないと決めていた中学生の私の前に一人の女性があらわれた

17 十五歳の残像 江國香織 新潮社 ¥1,404 格好いいおとなたちはどんな１５歳を過ごしてきたのか

18 ５分後に感動のラスト エブリスタ・編 河出書房新社 ¥1,058 ページをめくればすぐ涙。２万作から選ばれた心ゆさぶる短編集

19 はてしない物語　（上・下） エンデ 岩波少年文庫 上\821下\907 現実と物語を行ったりきたり

20 聖の青春 大崎善生 角川文庫 ¥691 難病とたたかいながらＡ級棋士となり、29年を生きた村山聖の生涯

21 ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎文庫 ¥648 鎌倉を舞台にしたある代筆屋の物語

22 「音大卒」の戦い方 大内孝夫 ヤマハミュージックメディア ¥1,728 「音大卒は武器になる」の著者が放つ実践的キャリアガイド

23 我が家のヒミツ 奥田英朗 集英社文庫 ¥560 笑って泣いて、読んだあとに心が晴れわたる家族小説

24 蜜蜂と遠雷（上・下） 恩田睦 幻冬舎文庫 各￥730 人間の才能と運命、そして音楽を描き切った青春群像小説

25 夜のピクニック 恩田睦 新潮文庫 ¥767 夜だからいつものみんなも違って見える

26 鴨川食堂 柏井　壽 小学館 ¥616 京都発！　思い出の味、探します

27 世界で一番たいせつなあなたへ 片柳弘史 PHP研究所 ¥1,296 マザー・テレサの死後に発見された手紙です

28 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 ¥1,296 みんな違っていいんだよ

29 風のヒルクライム 加部鈴子 岩崎書店 ¥1,404 １３歳の誕生日にロードバイクを贈られた涼太は

30 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 ¥1,404 過去に戻れるといううわさの喫茶店を訪れた４人の女性の物語

31 人生を変えるアニメ 河出書房新社・編 河出書房新社 ¥1,458 監督、声優、小説家など27人が中高生に本気ですすめるアニメガイド

32 伊豆の踊子 川端康成 新潮文庫 ¥389 青春とは？　高校生と踊り子の心が通い合う…

33 水族館ガール 木宮条太郎 実業之日本社 ¥690 イルカもペンギンもラッコもかわいい…けど、働くのはたいへん

34 ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山さやか 金の星社 ¥1,404 元ギャル店員が世界を旅し、アフリカでNPO法人をたちあげた

35 脱・限界集落株式会社 黒野伸一 小学館文庫 ¥769 都市開発か現状維持か。日本が直面する問題にきりこむエンタメ小説

36 窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子 講談社 ¥821 こんな学校、あったら絶対行きたい

37 キャッチャー・イン・ザ・ライ サリンジャー 白水社 ¥950 少年ホールデンの反抗

38 女の子が生きていくときに覚えていてほしいこと 西原理恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,188 きびしくもハートフルな人生指南

39 １４歳のための時間論 佐治晴夫 春秋社 ¥1,836 楽しい瞬間はなぜはやく過ぎ去るの？「相対性理論」てなに？

40 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 佐藤美由紀 双葉社 ¥1,080 ２０１２年リオ会議での感動的なスピーチ

41 アイスプラネット 椎名誠 講談社 ¥1,296 世界中を見てきた「ぐうちゃん」の「ほら話」に見る目が変わる！

42 夜が明けたら、いちばんに君に会いに行く 汐見夏衛 スターツ出版 ¥1,296 高校教師が描いた青春小説

43 きみのともだち 重松清 新潮文庫 ¥724 「いちばん大切なもの」が見つかった

44 SINGシング 渋谷正子 小学館 ¥680 倒産寸前の劇場の支配人バスタームーンは再起をかけて歌のコンテストを企画するが…

45 ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン あすなろ書房 ¥1,620 ７歳の少年があこがれたのはヒトラー総統その人だった…

46 ヒーロー！ 白岩　玄 河出文庫 ¥734 大仏マンショーでいじめをなくせ！ヒーロー好き男子とひねくれ演劇部女子が立ち上がる！

47 小さな雪の町の物語 杉　みき子 童心社 ¥1,296 きびしい冬を舞台とする心あたたまる話

48 スウガクって、なんの役に立ちますか？ 杉原厚吉 誠文堂新光社 ¥1,404 へたな字も方向オンチも治る！スウガクは最強の問題解決ツール

49 バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える。 鈴木琢也 ポプラ社 ¥1,512 いつでも人は変われる！偏差値30の不良が25歳でバークレー大学に合格！

50 さよなら田中さん 鈴木るりか 小学館 ¥1,296 「１２歳の文学賞」史上初３年連続大賞受賞の中学生作家のデビュー作
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51 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 ¥720 高校生の僕は病院で一冊の文庫本を拾う。それは秘密の日記帳だった。

52 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 ¥1,512 きっと誰もが持っている、自分だけのかくしごと

53 女子中学生の小さな大発見 清　邦彦 新潮社 ¥464 正しい答えを求めるばかりが理科だろうか？

54 戸村飯店　青春１００連発 瀬尾まいこ 理論社 ¥1,620 要領も見た目もいい兄、ヘイスケと、ボケがうまく単純な性格の弟、コウスケ。

55 傑作はまだ 瀬尾まいこ エムオンエンタテイメント ¥1,512 笑って泣ける父と子の再生の物語

56 少年Ｈ（上・下） 妹尾河童 講談社文庫 上・下各\730 神戸で戦争の時代を生きた好奇心旺盛でたくましい少年Ｈの話

57 さくらいろの季節 蒼沼洋人 ポプラ社 ¥1,512 十二歳。時に教室は戦場になる。少女たちのむきだしの日々を描く

58 ねこねこ日本史 そにしけんじ 実業之日本社 ¥864 もしもあの偉人が猫だったら…？

59 メシが食える大人になる！　よのなかルールブック 高濱正伸 日本図書センター ¥1,404 人生を生きぬくための５０の言葉をユーモアあふれるイラストとともに

60 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本　ＡＩ時代の進路の選び方 竹内　薫 ＰＨＰ研究所 ¥1,296 15年後の世界で生き残るためには？職業を考えるための学科の選び方

61 走れメロス 太宰　治 新潮文庫 ¥432 さすがの名作

62 二十四の瞳 壺井栄 角川文庫 ¥389 おなご先生と１２人の教え子たちを描いた名作

63 学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶応大学に現役合格した話 坪田信貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,296 坪田先生とさやかちゃんの笑いと涙の実話

64 クリスマス・キャロル ディケンズ 新潮文庫 ¥464 不朽のクリスマス・ストーリー

65 ポケットに名言を 寺山修司 角川文庫 ¥432 言葉を友人に持とう

66 東大ナゾトレAnotherVisionからの挑戦状 東京大学謎解き制作集団 扶桑社 ¥1,080 東大サークルによるアッとおどろくひらめき問題がこの一冊に

67 小説ちはやぶる中学生編 時海結以 講談社 ¥1,188 百人一首かるたへの情熱を抱え、迷い、つまずき成長していく姿を描く

68 何のために「学ぶ」のか 外山滋比古　ほか 筑摩プリマ―新書 ¥886 正解のない問いに直面したときに考えるための知恵

69 くちびるに歌を 中田永一 小学館文庫 ¥669 長崎県五島列島のある中学合唱部が舞台の物語

70 １０代のための疲れた心がラクになる本 長沼睦雄 誠文堂新光社 ¥1,404 ＨＳＰ/ＨＳＣの臨床医が教える、今すぐためしてほしい心のセルフケア

71 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮文庫 ¥529 自分で選ぶという生き方

72 世界一清潔な空港の清掃人 新津春子 朝日新聞出版 ¥1,080 心をこめないと本当の意味できれいにできないんです

73 雨ふる本屋とうずまき天気 日向理恵子 童心社 ¥1,512 〈雨ふる本屋〉は忘れられた物語を集めて本をつくるお店。シリーズ３作目。

74 永遠の０（ゼロ） 百田尚樹 講談社文庫 ¥946 終戦から６０年目の夏、死んだ祖父の生涯を調べていた健太郎は…

75 スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田　駒 河出書房新社 ¥1,296 読書感想部のスガリさんが名作文学とともに事件を解決するミステリー

76 声優語 藤津亮太・編 一迅社 ¥1,500 アニメに命を吹き込むプロフェッショナル

77 図書館のトリセツ 福本友美子・江口絵理 講談社 ¥1,296 図書館ってどんなところ？

78 10代にしておきたい17のこと 本田　健 大和書房 ¥617 人生の原点は10代にある！人生に必要な17のこと

79 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン 新潮文庫 ¥680 お父さん達の原点。ワクワク！

80 偏差値７０の野球部　１～４ 松尾清貴 小学館文庫 ￥514～￥648 高偏差値野球エンターテイメント

81 走れ！Ｔ校バスケット部 松崎　洋 幻冬舎文庫 ¥535 雑草集団が最強チームとなって活躍する痛快ベストセラー

82 本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん 大和書房 ¥734 本と本を愛するすべての人にささげるエッセイ

83 クジラと海とぼく 水口博也 アリス館 ¥1,512 海とクジラを追いつづけた少年の物語

84 夢をかなえるゾウ１ 水野敬也 飛鳥新社 ¥700 誰にでもできる成功習慣をもりこんだエンタテイメント

85 普及版モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム ＮＨＫ出版 ¥1,026 難病の恩師モリー先生との二人だけの授業

86 海辺のカフカ（上・下） 村上春樹 新潮社 上￥767下￥810 15歳になった僕は二度ともどらない旅に出た

87 新・１３歳のハローワーク 村上龍・はまのゆか 幻冬舎 ¥2,808 13歳のハローワークに新しい仕事を加えた新編

88 桜風堂ものがたり（上・下） 村山早紀 ＰＨＰ文芸文庫 各￥713 田舎町の書店の心あたたまる奇跡

89 リズム 森絵都 講談社青い鳥文庫 ¥724 優しくせつなくたくましくすてきな大人に近づいてゆく女の子たちへ

90 遠野物語 柳田国男 集英社文庫 ¥562 民俗学の宝庫。遠野を知りたい

91 スローカーブを、もう一球 山際淳司 角川文庫 ¥605 スポーツ・ノンフィクション ゲーム・ドラマ・人生

92 犬と猫の向こう側 山田あかね 扶桑社 ¥950 犬猫みなしご救援隊代表・中谷百里さんの活動を追う

93 ぼくは勉強ができない 山田詠美 新潮社 ¥464 17歳　サッカー少年

94 93番目のキミ 山田悠介 文芸社 ¥670 心を持つ成長型ロボットがみんなの気持ちをかえていく感動のストーリー

95 数学ガール 結城浩 ソフトバンククリエイティブ ¥1,944 僕の心をときめかす数式と二人の少女

96 バカなおとなにならない脳 養老孟司 イーストプレス ¥1,296 脳ミソの専門家・養老先生が素朴な疑問に答えます

97 「のび太」が教えてくれたこと 横山泰行 アスコム ¥1,023 のび太の言葉には、生きていくうえでのヒントがたくさんある

98 １３歳は二度あるか 吉本隆明 だいわ文庫 ¥648 社会・宗教・犯罪・戦争、いかに向き合うか？

99 漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス ¥1,404 人間としてあるべき姿を求め続けるコペル君とおじさんの物語

100 赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社 ¥767 想像力豊かなアンはやっぱりすごい

※価格は税込み（2019年6月現在）


